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だ から、

大田区政に挑戦 !
い の？
財 政 が 厳し
しょ！
で
位
順
先
優
大田区は、財政が厳しいから保育園も特別養護老人ホームも足りない？
予算が700億円増えても
「財政は厳しい」
！？
財政が厳しいと先おくりされるのは
保育園や特別養護老人ホームなど
の社会保障の課題ですが、
本当に財
政が厳しいからでしょうか。
私が区議会議員になった2003年
にくらべ、12年で予算は約700億
円！ナント4割も増えています。
「財
700億円増えたのに、それでも
政が厳しいから保育園も特別養護
老人ホームも足りない」
は、
とおり
ますか？
私は優先順位の問題だと考え
ます。

されました。大田区は、責任を果た
せているでしょうか。
大田区の責任は大きくなりました
が、区民も住民税一律10％、消費
税は 5 ⇒ 8％と相応の負担をして
います。区民が支払う住民税（特別
区民税）
・消費税は大田区民の生
活課題解決に使われているか疑
問です。

を優先
ちら
!？
ど

地方分権で国から大田区に権限が
おりて、子育て・介護・障がいなど
社会保障の責任は大田区に整理

事 務 所 開 設しました！
経済学者ピケティの指摘
する格差拡大のカギを
にぎる大田区政
話題の経済学者ピケティは、
「富の
再分配」
がうまくいかなくなり格差
が拡大していると指摘しています。
「富の再分配」
は税の集め方ととも

大田区大森西1-15-14
沢田
交差点

大森

環七

地方分権で大田区の責任は
ますます大きい

口利き政治・利権政治から
区民の声・女性の声が届く
大田区政に！
一部の人たちのためだけの要望
をかなえる口利き政治、利権政
治では、
大田区民70万人の暮ら
しはまもれません。
区民の声！女性の声！がもっと
届くよう大田区政に挑戦します！

子育て介護より優先される
空港跡地開発?
大田区は500億円かけて羽田空港
跡地を開発し箱モノを建設しようと
しています。国にもできる跡地開発
に大田区民の税金が使われれば、
大田区にしかとりくむことのできない
問題は先おくりになります。

に集めた税金をどう住民生活に使
うかという問題で、
その分配のおも
な責任が大田区になったわけです。
羽田空港の跡地開発に大田区民の
税金500億円を使っている場合で
しょうか。国がアベノミクスで経済
政策を優先し、
大田区も跡地開発に
500億円も税金を使うなら、いった
い誰が子育て・介護・障がい・教育な
ど社会保障に取り組むのでしょう。

バス通り
沿い

大森西二
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ヤマト
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大森西二
郵便局前バス停
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事務所

4月26日（日）
大田区区長
区議会議員選挙

区立
大森第八
中学校

選挙に
行きましょう
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奈須りえの政策

一人でも、年をとっても、障がいがあっても
安心して暮らせる大田区に！
●「給付型奨学金」
ですべての子どもに学ぶチャンスを！
● 大田区の責任で介護予防！
● 環境・歴史・文化をまもれる
「まちづくり条例」
に！
●「（仮）
大田区食品安全委員会」
で
放射能、農薬、遺伝子組み換え食品、添加物などから食を守る！
●「国家戦略特区＊」
で進む教育・医療・水道などライフラインの民営化に NO!
＊民間事業者中心に規制緩和を決める。大田区も特区に指定

● 大田区発注の仕事を区内の中小企業や市民事業が支え、区民の雇用や経済を守る!

奈須りえを応援しています。
五十嵐 敬喜（法政大学名誉教授・弁護士）
太田 啓子（弁護士）
鎌田 慧 （ジャーナリスト）
水野 誠一（西武百貨店元社長・元参議院議員）
安中 正行（いのくら屋 中央）
石川 みのり（サポートぱんぷきん 大森南）
今井 和江（郷土研究 蒲田）
今崎 牧生（心療内科専門医 多摩川）
岡村 紀男（じいちゃんち 上池台）
川西 正治（田園調布一丁目東自治会元会長）
神田 礼子（大田しあわせ 東馬込）
北川 鑑一（弁護士 久が原）
北村 小夜（仲六郷）

自己紹介です。

奈須りえの

桑原 幸子（山王）
國府方 忠雄（大身連顧問 東雪谷）
島方 重泰（北千束）
清水 建夫（弁護士 南馬込）
タカコ ナカムラ（料理家 上池台）
高橋 光夫（呑川の会 石川町）
舘野 せつ子（消費者活動 多摩川）
福石 満 （元大田区職員 羽田）
藤原 瑠美（スウェーデン福祉研究家 南雪谷）
宮田 孝子（西蒲田）
宮野 信二（羽田アンビシャス代表 羽田）
山中 菊江（元教員 東矢口）
吉川 知 （おやこカフェ ヴェルデ 中央）

http://nasurie.com
奈須りえブログ： http://ameblo.jp/nasurie/
奈須りえホームページ：

1961年 東京都生まれ
●東洋英和女学院高等部卒業
●東洋英和女学院短期大学卒業
●青山学院大学卒業
●東京海上火災保険株式会社勤務
●日本健康福祉用具工業会勤務
●大田区立調布大塚小学校PTA副会長
1992年〜1997年 夫の転勤に伴い香港在住
2003年〜 大田区議会議員（3期）

10 年の

確かな実績
と実力

■
「市民 シンクタンク まちづくりエンパワメント」
■
「景観と住環境を考える全国ネットワーク」
■
「呑川ネットワーク」
■
「戦争させない1000人委員会」
●家族構成：夫、子ども3人
（長男、
男女の双子）
大田区北千束在住
ツイッター／ facebook でも情報発信中！

私たちも奈須りえを応援しています。
日本弁護士連合会前会長

宇都宮 健児

参議院議員

福島 みずほ

安倍政権の暴走から大田区民の命

奈須りえさんは、特区の問題、食物の安全、
リサイク

とくらしを守る大田区政を確立する

ルの問題、子育て支援、介護、女性、子ども、働く人、

ためにも、奈須りえさんを応援してい

中小企業を応援するというたくさんのことに取り組ん

ます。

できました。明るくて、元気で、
へこたれない女性。多く
の人に寄り添って、必ず行動し、解決をしていく素晴
らしい人です。大田区議会に必ず送ってください。

参議院議員

山本 太郎

世田谷区長

保坂 展人

奈須りえさんは、
これから新しい市民

市民の立場で続けてこられたこれまでの歩みに拍手

の政治勢力をつくっていくなかまです。

をおくるものです。国の政治が硬直し、
ますます力が

奈須りえさんの持っている知識・能力・

強く声が大きなもへなびいているのに対し、地方自治

地域への愛情と情熱を、
ぼくも学びた

体からブレーキをかけ、信頼と連帯、相互扶助の社会

いと思います。

を共に作れる人です。

［フェアな民主主義 事務局］ 電話：03-5763- 5091

FAX：03-5763-5097 メールアドレス：office@nasurie.com

